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おちゃのじかんです。
メチャくんとコロちゃんが おちゃのしたくをしていると...。

ニロくんが やってきました。
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なんだか しょんぼりしているようすのニロくん。

メチャくんは ニロくんにも あたたかいおちゃを いれました。

ほっ...。
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「ねえ、”すてきなことさがし”しようよ！」
 と、メチャくん。
「すてきなことさがし？」
「うん、いまここにある”すてきなこと”を 
 みつけるんだよ。」

æP ;fyL xf] Û ca xfdLn] s] xL /dfOnf] s' /f 
vf]Hg' k¥of] a'‰of} . s]  vf]Hg] v} <Æ

æxfd|} jl/kl/ kfOg] 
/dfOnf] s' /f vf]Hg] s] ÛÆ



9 10

「ぼくたち、いっしょに おちゃをのんでること！」

「おちゃに はちみつ をいれて
 スプーンで くるくるまぜること！」
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そこへ、しずくちゃんと
ルーンちゃんが
やってきました。

「しずくちゃんとルーンちゃんが
 やってきたこと！」

そして、つぎつぎに 
むらのみんなが やってきて...。
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もう テーブルは ぎゅうぎゅう！
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おちゃをのみながら”すてきなことさがし”は
まだまだつづきます。

「コポコポ おゆを いれるおと！」

「おいしいこと！」

「いいかおり！」

「おちゃのあわが にじみたいな
 いろになってること！」

「しゅんしゅん
 おゆが わくおと！」

あなたも いまここにある”すてきなこと”を みつけてみない？
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「なんだか わくわくしてきたね！」

♪カチャカチャ　しゅんしゅん　
　コポコポ　くるくる
　おちゃのじかんの たからもの♪
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みんなのカップが 
からになったころ、
こんどは ひまわりさんが、
おおきなおなべで
たっぷりのミルクをいれた
おちゃを 
つくりはじめました。
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それを、じゅんばんにカップに いれていきます。
あとは、メチャくんとニロくんのカップだけになりました。
でも、おなべのなかにのこっているのは
カップいっぱいぶんだけの おちゃ。
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「はんぶんこしよう！」 と、メチャくん。
「うん、はんぶんこ！」 ニロくんの げんきなこえ。 
「メチャくん、ぼくもみつけたよ、すてきなこと。”はんぶんこ”！」
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ニロくんの”しょんぼり”は
どこかへいってしまったみたい。
そして、おちゃのじかんは
たのしくつづくのでした。
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H ere are children from Nepal, Japan, and Pakistan enjoying Metcha books.  We have sent picture books to Eastern Japan since 2011 and to Nepal since 2015. 
Now the total books sent are over 140510. 

These are the committee members of The 8th “Metcha Books for Your Smile” Project Team. Our new book "Chiyako Ramailo" came to printing and distributing  with the support of everyone of you.

2727 2828

Shree Chuni Devi
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at Chunikhel, Lalitpur
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EuroKids at Bhaisepati
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Bageshwari School

at Bardiya
Nagarik News

Shree Nandi Ratri Secondary School at Kathmandu

Janakalyan Secondary
School at Dhading

Bageshwari Secondary
School at Dhading

Dhading

Bhumiraj School at Baited

Malika School at Kailali

Suryodaya School
at Dolpa PakistanFukushima, Japan
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おちゃのじかん

A. 1 口 3,500円からのご参加：より多くの方のご参加で印刷単価も下がり、より多くの
　 子供たちに「メチャくん絵本」を届けることが可能です。よろしくお願いします。
    お名前掲載の募集期間：毎年 12月 ～ 翌 10 月 31日
    活動支援ご参加へのお礼：
　  01.１口以上でのご参加で、絵本に応援者としてのお名前が掲載され、
　　    子供達への配布と同じ絵本が、1口につき 1冊 ご自分のお手元にも届きます。
　  02. 活動支援参加への感謝状が事務局より届けられます。
     03. 記念缶バッジをお届けします。 
＊お申込み・お問合せは ehon@milart.info へメールでお願いします。 

B. 1 冊 540円（税込・送料込）からのご購入：amazonで メチャくん絵本 と検索してください。
　 この場合は、絵本本誌にお名前は掲載されません。

C. アンバサダーBOX の委託：ご希望の方にメチャくん絵本 20冊入りBOX を預かっていただき、
　 まわりにいらっしゃる活動に参加したい方に 1 冊 500 円で購入していただいてください。
　 毎年 10月 31日清算してお振込いただきます。振込手数料は、売れた金額から
    差し引いていただきますので、ご本人の出費はゼロですが、ご本人へのお礼は 
    A.と同様になります。　A + C　B + C のご参加も可能です。
　 趣旨は「絵本deえがお」という社会事業へのご参加と活動へのご理解と普及にあります。
　 A.B.C. いずれの場合もお支払い金額の全額が、印刷配布等活動のために使われます。

A、B、C という三つの活動支援参加の方法があります。
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